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九州旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ九州）は、ＪＲ九州の発行するクレジットカード「ＪＱ ＣＡ

ＲＤ」及びＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」に株式会社大分銀行（以下、大分銀行）のキャッシュカード

機能を追加した「Ｍｅｌｏｄｙ ｐｌｕｓ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の発行について基本合意契約を締結

いたしましたのでお知らせいたします。 

 

■ 目的 

ＪＱ ＣＡＲＤとＳＵＧＯＣＡおよび大分銀行さまのキャッシュカード機能などが 1 枚になるこ

とによるお客さまの利便性向上のため 

 

■ 発行開始日（予定） 

平成 26年 12月 1日（月） 

   ※申込受付開始は平成 26年秋頃 

 

■ 募集受付場所 

  大分銀行本支店の窓口 

 

■ カードデザインイメージ 

    

 

 

 

 

 

■ 提携会社ならびにカード発行会社 

  提携会社    ： 株式会社 大分銀行 

カード発行会社 ： 株式会社大分カード 

 

■ カードの特徴 

・ ＩＣ乗車券機能、電子マネー機能、ＳＵＧＯＣＡポイント機能、オートチャージ機能 

・ ＪＱＣＡＲＤ機能、クレジットカード機能 

・ キャッシュカード機能 

※詳細は別紙 

大分銀行との提携カード「Ｍｅｌｏｄｙ ｐｌｕｓ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」

の発行に関する基本合意について 

 

（お問合せ先） 

九州旅客鉄道株式会社 広報室 

（０９２）４７４－２５４１ 



平成２６年６月９日 

報道関係 各位 

 

 

 

 

 「キャッシュ・クレジット一体型カード」の導入ならびに 
               九州旅客鉄道㈱との基本合意契約の締結について 

 

株式会社 大分銀行（頭取 姫野 昌治）では、平成２６年１２月に「キャッシュ・クレジット一体型カード

【愛称：Melody plus（メロディプラス）】」の取扱いを開始いたします。 

これに伴い、一部券種に九州旅客鉄道株式会社（代表取締役社長 唐池 恒ニ、以下「JR 九州」）が運

営する「JQ CARD」および「電子マネー“SUGOCA”」の機能を搭載するため、同社と基本合意契約を締結

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

 

１． 取扱開始予定     平成２６年秋を目処に、新規ご入会および発行済みキャッシュカードからの 

              お切替に係るご予約のお申込みを開始する予定で準備を進めております。 

                なお、正式なお申込み受付は、平成２６年１２月１日（月）より開始いたします。 

２． 申込方法        当行本支店の窓口 

３． サービス概要（予定） 

 当行独自カード ＪＲ九州提携カード 

カード種類 
Ｍｅｌｏｄｙ ｐｌｕｓ ゴールド 

（ﾒﾛﾃﾞｨﾌﾟﾗｽ ｺﾞｰﾙﾄﾞ） 

Ｍｅｌｏｄｙ ｐｌｕｓ 

（ﾒﾛﾃﾞｨﾌﾟﾗｽ） 

Ｍｅｌｏｄｙ ｐｌｕｓ ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ 

（ﾒﾛﾃﾞｨﾌﾟﾗｽ ｼﾞｪｲｷｭｰ ｽｺﾞｶ） 

券面 

デザイン 

※イメージ 

   

クレジット 

ブランド 

ＪＣＢ 

（㈱大分カードとの提携方式での発行となります） 

対象年齢 満２０歳以上 満１８歳以上 

年会費 ５，０００円（税別）※1 １，２５０円（税別） 

年会費優遇 

・ 初年度年会費無料（新規ご入会の方のみ） 

・ 以下の２つの条件を両方満たすと、次年度の年会費も継続無料 

 ①年間１回以上（『Ｍｅｌｏｄｙ ｐｌｕｓ ゴールド』は年間 100 万円以上）ショッピング利用  

 ②利用明細送付停止サービス（ＭｙＪチェック）の登録  

電子マネー ＱＵＩＣＰａｙ ＳＵＧＯＣＡ、ＱＵＩＣＰａｙ 

ポイント Ｏｋｉ Ｄｏｋｉポイント ＪＱポイント 

  ※1 『Ｍｅｌｏｄｙ ｐｌｕｓ ゴールド』の年会費は通常１０，０００円（税別）ですが、期間限定で優遇いたします。 

      優遇期間中に入会いただいた方は、年会費の半分を㈱大分カードが負担いたします。 

別  紙 



４． 実施目的 

（１） 当行の「キャッシュカード機能」と、提携企業の「クレジットカード」や「電子マネー」が一体となること

によって、お客さまにとってより便利で付加価値の高いサービスを提供します。 

（２） 当行では、お客さまのライフスタイルや多様化するニーズに最適なものをお選びいただけるよう、 

３種類のカードをご用意します。 

（３） 金融サービスを通じた地域の消費活性化、ひいてはこれと相乗した地域全体の経済活性化につな

がるよう、商店街や百貨店様との協力体制を築き、地場を代表する「エリアカード」として成長してい

けるよう努めて参ります。 

 

サービスの詳細については、平成 26年 9月頃を目処に別途お知らせいたします。 

当行では、今後も地域のお客さまと一体となって、お客さまのサービス・利便性の向上を目指して

取組んで参ります。  

 

以 上 

 

【本件内容に関するお問合せ先】 

 （株）大分銀行 営業戦略部 営業開発グループ  ＴＥＬ ０９７－５３８－７５２３ 

【本件ニュースリリースに関するお問合せ先】 

 （株）大分銀行 総合企画部 広報グループ     ＴＥＬ ０９７－５３８－７６１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

１． ＪＱ ＣＡＲＤ機能 

（１） オートチャージサービス  

     ＳＵＧＯＣＡの残高が設定金額以下の時に、ＪＲ九州の自動改札機にタッチして入場するだけで、 

     ＳＵＧＯＣＡに自動入金される機能です。  

   お支払いはＪＱ ＣＡＲＤご利用分代金として請求されるため、ＪＱポイントも貯まり大変お得です。 

（２） 各種特典 

   ＪＲ九州グループの施設等においてご利用いただいた場合、各種特典を受けることができます。 

特典 施設等 特典内容 

ショッピング アミュプラザ博多 

アミュエスト 

博多デイトス 

・ 常時 5%割引（東急ハンズ含む） 

・ 書籍、飲食店、食品店等一部店舗では 3%割引 

・年に数回、10％割引キャンペーンあり 

・年に数回、分割手数料無料キャンペーンあり 

博多阪急 ・ 常時 2%相当のＪＱポイントプレゼント（200 円で 4 ポイント） 

アミュプラザ 

小倉・長崎・鹿児島 

・ カード発行後 1 ヶ月はＪＱ ＣＡＲＤのご利用で 5%割引 

・ 毎年数回、期間限定で 5％割引キャンペーンあり 

駐車場 大分駅南立体／ 

大分駅西駐車場 

・駐車料金 60 分無料（通常は最初の 30 分無料） 

列車予約 インターネット ・インターネット列車予約で会員限定割引きっぷを購入可能 

旅行 ＪＲ九州旅行支店・ 

駅旅行センター 

・ＪＱ ＣＡＲＤ提示でＪＲ九州旅行企画商品 3％割引 

全国の駅レンタ 

カー営業所 

・基本料金 10％割引（適用除外日あり） 

宿泊 ＪＲ九州ホテル ・宿泊料金 10%割引 

ステーション 

ホテル小倉 

・宿泊料金 10%割引・レストラン・カフェの飲食代金 5%割引 

花べっぷ ・宿泊料金 500 円割引 

※一部、対象とならない店舗や商品がございます。 

（３） ＪＱポイント 

きっぷ、定期券の購入やＳＵＧＯＣＡへのオートチャージはもちろん、お買い物でのお支払い時に 

ＪＱＣＡＲＤを使うと、お買い上げ金額 200円（税込）ごとに 1ポイントのＪＱポイントが貯まります。 

     貯まったＪＱポイントは、以下のものに交換してご利用いただけます。 

ＳＵＧＯＣＡ電子マネーに

交換 

ＪＱポイントを１ポイント１円として、100 円単位でＳＵＧＯＣＡにチャージ

して電車やＳＵＧＯＣＡ加盟店で電子マネーとしてご利用できます。 

ＪＲ九州旅行券に交換 ３，０００ポイント ⇒ ３，０００円分 

ＪＲ九州特選商品に交換 

アミュプラザ博多・小倉・鹿児島・長崎・アミュエスト・博多デイトスのショ

ッピングチケット 

２，０００ポイント ⇒ ２，０００円分 

５，０００ポイント ⇒ ５，０００円分 

 



２．ＳＵＧＯＣＡ機能 

ＩＣカード乗車券 ・ ＪＲ九州の列車や下記エリア（※1）の列車・バス等でご利用いただけます。自動改

札機の読み取り部分にタッチするだけで改札を通過できます。 

・ 大分県内をはじめとしたＪＲ九州の列車（一部エリア除く）だけでなく、大分交通・

大分バス・亀の井バスの一般路線バス、大分空港アクセスバスでもご利用いただ

けます。 

 参考：http://www.jrkyusyu.co.jp/sugoca/each/index.html 

電子マネー ・ コンビニ等のＳＵＧＯＣＡ加盟店や下記エリア（※1）の電子マネー加盟店でのお支

払いに、事前に入金（チャージ）した金額の範囲内で電子マネーとしてご利用いた

だけます。 

・チャージ可能限度額は 20,000 円です。 

ポイント ・ ＪＲ九州の列車のご利用、およびＳＵＧＯＣＡポイント対象加盟店でのお支払いに

ＳＵＧＯＣＡを利用した場合、ＳＵＧＯＣＡポイントが貯まります。 

・貯まったポイントは 100 ポイントを 100 円としてＳＵＧＯＣＡにチャージし、電子 

 マネーとしてご利用いただけます。 

  ※1 Ｋｉｔａｃａ（ＪＲ北海道）、 ＰＡＳＭＯ（首都圏の私鉄等）、 Ｓｕｉｃａ（ＪＲ東日本）、 ｍａｎａｃａ （名古屋市 

      交通局・名鉄）、 ＴＯＩＣＡ（ＪＲ東海）、 ＰｉＴａＰａ（関西の私鉄等）、 ＩＣＯＣＡ（ＪＲ西日本）、 はやか 

        けん（福岡市交通局）、 ｎｉｍｏｃａ（西鉄） エリアでもご利用いただけます。なお、ＰｉＴａＰａエリアでは 

        ＩＣ乗車券としてのみご利用いただけます。 

 

以上 
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